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会長報告（野呂洋子会長）
　先日日本橋銀座グループの地区グループ協議会が開かれ、グルー
プ内各RCの会長から奉仕活動の報告があり、次世代特に子供の
貧困問題に関わる奉仕活動が多く取り上げられていました。貧困に
は「絶対」と「相対」があり、日本ではほとんどが相対的貧困が問
題であり、見た目は普通でスマホも持って服装も普通でも家族で食
事をしたことがないとか、夏休みもどこにも行かないなどの点に相対
的貧困が現れます。
　当クラブが養護施設の育成園と係わって 10 年になりますが、相
対的貧困の問題はお金やちょっとしたことだけでは解決できないの
で、これからも外から簡単に見えない貧困の問題を感じ取れるよう
に努力していきたいと思います。

幹事報告（辻喜代子幹事）
• 本日は週報と抜萃のつづりを配布しました。とてもよいことが書い
てありますので是非お読みください。
• 2月の理事会が 6日例会前にありますので、理事の皆様はお集ま
り下さい。
• 地区主宰の「奉仕のつどい」が、3月7日（火）午後 1時から赤
坂区民センターで開かれます。奉仕に関する有益な情報の交換会
ですので、新入会員の方は是非ご参加下さい。

奉仕活動報告（清宮普美代委員長）
　2月4日（土）午後 6時から午後 9時まで世田谷区の野毛会館で「振
り返り会」を開きます。育成園の卒園前の高校生達とロータリアン
が一緒にキムチ鍋、海賊鍋などを食べながら社会へ出ていくに当っ
ての心得や作法を伝えるものです。できればお好きな方の鍋の具材
を1人 1つご持参ください。現在 7人参加予定ですが、もう少し余
裕があります。

地区大会報告（東京中央RC　中島康裕地区大会実行委員長）
　地区大会については本日パンフレットをお配りしましたが、2月21
日（火）22日（水）にグランドプリンスホテル新高輪で開かれます。
地区会員4800 余名のうち現在 3000 名弱がエントリーしてくれまし
た。来週は進行リハーサルを行う予定です。貴クラブの黒岩友美会
員にRI 会長代理を迎える晩餐会の司会をお願いしております。まだ
まだ席には余裕がありますのでどんどんエントリーをお願いします。

新年会報告（吉国美保子事務局員）
　1月28日（土）12 時半から「つきぢ田村」にて総勢 25 名が参加
されて野呂年度の新年会が開催されました。石井会員・曽根会員か
ら、シャンパンが皆様にふるまわれ、乾杯しました。なんと3月1日
には 93 歳をむかえられる梅島名
誉会員もご参加下さり、「つきぢ
田村」の若旦那のお食事の説
明では笑いが絶えず、和やかな
雰囲気の中、富田会員組織委
員長が楽しいゲームでさらに盛
り上げてくださり、皆様大変美
味しく新年をお祝い致しました。
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• 風呂敷文化研究家・和文化コンシェルジュのつつ
み純子です。風呂敷の中に素晴らしい効用を再発
見すると共に、日本の伝統文化伝承の必要性を感
じ、風呂敷を通じて、風呂敷から日本文化と日本人の知恵を、国内外に
伝える活動をしております。

• 年中行事や日本の伝統食、しつらいなどから、日本の生活文化を伝える
講演やワークショップも展開しております。
• 2011年には国際交流基金からポーランド・グルジア・イスラエルに派遣され、
文化交流事業の風呂敷講師として、大学・政府関係機関などで風呂敷講
座を行いました。

• 2015 年からは日本で初めて風呂敷で単位認定となる授業を都立高校で実
施しています。

• 現在、各地の企業・団体・学校・公的機関などで、風呂敷を始め、様々
な和文化講座を展開中です。
• 小池百合子都知事は、環境大臣のころから風呂敷を日本人の古からのエ
コ思想の現れとして広めて下さり、昨年も知事としてオリンピック関連のイ
ベントで風呂敷をアピールして下さいまして、大変感謝しております。
• 風呂敷のルーツは奈良時代の正倉院の宝物の包み布にあると考えられて
います。この時代は単なる布で今の風呂敷の四角い形ではないのですが、
平安時代に仏教の経典を「衣包み」していたのは風呂敷の原型となる四
角い布になっていました。� �
その後鎌倉時代になって足利義満が風呂の床に布を敷いたのが、風呂
に関して使われた布の始まりでした。� �
結局室町時代から江戸時代（世界で一番長く２６０年余も平和が続いた
時代と言われています）に風呂敷は大いに進歩し、基本的に農業の国だっ
たので、魚がほしい・酒がほしいとの求めに応じ色 な々ものを布に包んで各
地へ運ぶ文化が栄えて、いろいろな風呂敷の機能が豊かになったのです。
• 現在に至り昭和の時代には、歌舞伎座横には担ぎ屋のおばさんが田舎か
ら農産物や海の幸を風呂敷に包んで売りに来て、広げるとそのままお店に
なるという都会の風物詩となりました。
• 昭和の中頃、百貨店がおしゃれな取っ手付き紙袋を無料で配るようになり、
風呂敷は大打撃を受け、9 割の風呂敷屋がつぶれてしまいました。

• 最近五輪ブームで風呂敷が見直されてきましたが、まだまだ飛ぶように売
れるレベルには至っていません。どこで買えるかというと、ハンカチ・スカー
フと共に呉服のそばで販売されることが多いのです。最近は、むしろ外
国人留学生が皆風呂敷を知っており、「フロシキ」「ラグーン」としてエコバッ
グとして珍重しています。
• 風呂敷の模様としては、麻の葉、青海波、鱗、唐草が四大要素ですが、
中でも唐草模様は生きる力を表すものとして一番人気で、社会全般で重
宝がられ特に泥棒さんにも多用されている柄です。� （要約文責　宮下）

風呂敷にみる　和の心
風呂敷文化研究家・和文化コンシェルジュ

つつみ純子 様

にこにこ合計 11,000 円／今期累計 561,600 円

中島康裕　　	
（東京中央ＲＣ） 

野呂洋子会長	

辻喜代子幹事	
	

丸山冨美江会員

地区大会のご参加をよろしくお願い申し上げます。�
2017年2月21日（火）、（本会議）22日（水）於新高
輪プリンスパミール館
楽しい新年会を企画して下さってありがとうございま
した。
梅島名誉会員をお迎えして、美味しいお食事と先輩
のお話に楽しい新年会でした。お世話下さった皆
様ありがとうございました。
孫の結婚式で南の国サモアに行って無事帰って来ま
した。皆さんにお会いしてうれしいです。ニコニコし
ます。

地区大会
実行委員長

出席率 72.09％ （出席者25名＋メーキャップ6名／正会員47名－休会4名）

例会報告  第 649 回   2017 年 1月30日（月）

卓話：「音楽の力」	
	 	 バイオリニスト、製作師　中澤	宗幸	様

本日の例会  第 651回   2017 年 2 月13日（月）



クラブ週報編集担当
宮下文夫・小堀彰・落合守征・左明貴子・星田奈々子・吉田しおり

理事会だより
本日の議題
• 車いすテニスジュニア選手権大会協賛について
• 東京育成園卒業生への家具電気製品寄贈プロジェクト協賛について
• 上半期決算について
• 水プロジェクト「ケニアナイト」開催（3月31日（金）ペニンシュラホ
テル）について
• 来年度理事役員について
• HP 改善（個人情報アンケート、会員勧誘頁）について

育成園卒園生との食事会報告（野呂洋子会長）
　2月4日（土）例年行っている東京育成園の子ども達と食事をしな
がら、職業に対するお話しをしてまいりました。
　高校 3 年が 3 名でそのうち2 名は進学されるということで、とても
嬉しく思っています。一人はエステシャンとして働くようです。
　また、高校 2 年生はおらず、1年生が多く、これから社会人に向け
て必要な勉強や心構えについて、お鍋を囲んで楽しく会話をしてまい
りました。
　特に、女性はまだまだ、社会の中で思うように働くことも難しく、未
だに仕事と家庭との両立は永遠の課題であることをお話ししてまいり
ました。

幹事報告（辻喜代子幹事）
• 本日はゲストが沢山見えて大変嬉しゅうございます。
• 配布物はロータリーの友とニューモラルです。
• 来週 2月13日（月）例会の後に第 3回クラブ協議会がありますの
でご参集お願いいたします。
• 2月21日（火）、22日（水）は地区大会です。現在 24 名の会員に
エントリーいただいています。22日13時から各クラブの紹介が始ま
りますので出席をよろしくお願いいたします。

親睦旅行報告（富田洋平親睦委員長）
• 4月9日（日）から4月10日（月）に金沢旅行で加賀屋さんに泊る
ことになっています。人数の確定が必要なので 2月17日（金）まで
に出欠を事務局へ連絡下さい。

2 月のハッピーバースデイ

　時枝紀子会員（25日生まれ）

バナー交換
　初めてメーキャップいただいた浦添 RC（2580 地区）山里将様、�
東京東江戸川RC（2580 地区）嶋村文男様、東京御苑 RC（2580�
地区）流郷薫様とバナー交換を致しました。

ロータリー活動報告（東京御苑RC次年度幹事　流郷薫様）
　当クラブは 2580 地区で 2015 年 27名のメンバーで創立し、現在会
員131名（女性 36 名）に増強されています。ベンチャー企業等の30
歳から40 歳、41歳以上、65歳以上の世代分けをして若い経営者や
専業主婦を新会員として重点的に発掘しています。年会費は年代など
で年16 万円から年10万円まで細分化し、会員は月1名以上の新会
員候補の紹介を義務付けられています。当クラブは「ロータリーの多
様性を重んじ、奉仕と親睦の機会を新たに提供し、男女平等運動を
推進する」クラブです。

・米山梅吉は、ポールハリスと同年の1868 年（慶応
4 年）2月江戸の芝田村町にて和田竹造とうたの三
男として生れる。5歳で父を失い、廃藩置県により
母の郷里である静岡県三島に転居しました。
・12 歳のとき隣村の長泉村の大地主米山家の養子
縁組みの話が始まりましたが、新聞記者になりた
くて16 歳で養家の意に反し沼津中学を2 年で中
退し上京、銀座の江南学校に入学、19 歳で東京英和学院（青山学院
の前身）に転じ米人講師につき語学研修、また東京府吏員などしなが
ら苦学しました。
・20 歳のとき米山家へ養嗣子として入籍し、米山家の理解を得て渡米、
苦学しながら8 年間留学を続けました。カリフォルニア州ベルモント・
アカデミー高校からオハイオ州ウェスレアン大学とニューヨーク州シラ
キュース大学に政治と法学を専攻しました。
・28 歳で帰国後、勝海舟に師事、「提督彼里」を出版し、29 歳で米
山家の一人娘米山はると結婚、日本鉄道会社に勤めました。
・1897年井上馨の紹介で三井銀行に転入社、数回欧米の銀行業務な
ど視察、三井銀行各支店長を経て、1909 年 42 歳で常務取締役に就
任しています。
・1917年 50 歳で政府特派財政経済委員として渡米、ダラスで三井物
産の福島喜三次（ダラスRC会員）と会いロータリーの話を初めて聞き、
大いに感動し、日本でも作ろうと決意しました。
・1920 年福島喜三次と協力して東京ロータリー・クラブを創立し、初代
会長（幹事福島喜三次）となりました。1924 年 57 歳で三井信託株
式会社を創立し取締役社長となっています。
・1928 年 RI 第 70 地区初代ガバナーとなり、9月に紺綬褒章を受章、
10月に正六位に叙せられ、1931年郷里の長泉村立小学校に米山文
庫を寄贈しています。
・1934 年第一線を退いた後も財団法人三井報恩会理事長、ポール・ハ
リス原著　"This�Rotarian�Age"　の訳書「ロータリーの理想と友愛」
など出版、青山学院に緑岡小学校を設立など多くの社会事業、医療
事業、教育研究事業の要職や奉仕事業に貢献しています。
・1935 年 2月ポールハリスが船旅で来日し、東京 RCと横浜 RC共催
の歓迎晩餐会が開かれ、各RC会長へ挨拶した後、米山梅吉がロー
タリアンを代表して歓迎の辞を述べ、続いて名誉R会員徳川公も挨拶
し、ポールハリスは即興で心のこもった答辞を述べました。ポールハリ
スはその後夜行列車で京都へ向い、さらに大阪でもRC合同歓迎会
に出席し、神戸から船でマニラへ向けて出航しました。
・1938 年梅吉は貴族院議員に勅選され、1942 年勲四等瑞宝章を授与
され、1946 年逝去（享年 79 歳）。
・1952 年、東京 RCは梅吉の功績を記念し、日本で学ぶ外国人留学
生に対して支援を行う「米山奨学制度」を創立し、その後各地のRC
が協賛する全国制度となり現在の「財団法人ロータリー米山記念奨学
会」となりました。米山財団は、現在年間 700人の留学生を支援して
おり、累積で121ヵ国、1万 7065人を支援した実績を挙げています。
� （要約文責宮下）

日本のロータリークラブ創立者 
米山梅吉物語

講談師　五代目　 一龍斎貞花 様

にこにこ合計 16,000 円／今期累計 577,600 円

松永雄一様	
（原町中央ＲＣ）

山里　将様	
（ 浦 添 Ｒ Ｃ ）

嶋村文男様	
（東京東江戸川ＲＣ）

野原勝敏様	
（東京中央ＲＣ）

野呂洋子会長	
	

辻喜代子幹事

曽根章乃会員	
	

早川和志会員

都会のクラブにMUしたくって。� �

野呂会長、メーキャップに参りました。� �

秋葉さん、いつもお世話になり、ありがとうござい
ます。今日のMC楽しみにしてきました。
東京の冬は寒いです。又来週は雪山へ行きます。� �

土曜日に育成園の高校生たちとお鍋を食べてきまし
た。2人大学に進学されるとのことで、とても嬉しく
思いました。
沈丁花がよい香りですね♡
こよみでは立春をすぎましたが、寒さはまだまだこ
れからです。皆さま、風邪には気をつけ、なるべく
出席いたしましょう。
久しぶりの例会なのでニコニコします。

出席率 67.44％ （出席者26名＋メーキャップ3名／正会員47名－休会4名）

例会報告  第 650 回   2017 年 2 月6日（月）


